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学びと社会がリアルにつながる！
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～村産だからできるＳＤＧｓへの挑戦～

＜行事予定＞
＜４月＞
26日(月) 貧血検査①
27日(火) 貧血検査②
28日(水) 壮行式
29日(木)昭和の日
30日(金)

４．８ 令和3年度山形県立村山産業高等学校第8回入学式

おめでとう!新入生諸君
農業経営科27名・農業環境科24名・機械科19名・電子情報科18名・流通ビジネス科26名
自身に恥じぬよう、精一杯悔いのない
高校生活を送りたい。」そして「将来
は地域産業に貢献できる人材として巣
立って行きたい。」との力強い「誓い
の言葉」がありました。
新入生諸君は、3年後に「村産に入
学して良かった」と言えるよう、3年
間の高校生活を充実したものになるよ
う、一緒に頑張りましょう。

＜5月＞
1日(土)
2日(日)
3日(月)憲法記念日
4日(火)みどりの日
5日(水)こどもの日
6日(木) 議案書審議
7日(金) 尿検査②
8日(土)春季地区総体
9日(日)春季地区総体
10日(月) 午前授業
11日(火) 午前授業
12日(水) SC相談日②
13日(木) 3年進路講話
14日(金) 生徒総会
15日(土)
16日(日)
17日(月)
18日(火) 中間テスト①
19日(水) 中間テスト②
20日(木) 中間テスト③
壮行式① 賞状伝達

21日(金) 防災訓練
職員会議

22日(土)
23日(日) 2級工事担当試験
24日(月) 農ｸ意見発表・総会
25日(火) 眼科健診②
26日(水) 尿検査③

令和3年4月2６日(月)発行
文責 青柳 晴雄

入学許可の様子
去る4月8日、本校の第8回目の入学
式が、本校の「耕道会館」で挙行され、
新たに１14名の新入生が晴れて村山産
業高校の生徒となりました。
今回も新型コロナウイルスによる緊
急事態宣言を受け、保護者や御来賓
新入生「誓いの言葉」
の参加も極力少なくしての対応とな
りましたが、入学許可では担任の呼 産業高校の強みをグローカルに実践
名にこたえ、元気な返事が返ってき
て、とても爽やかな入学式でした。
式の中では、新入生を代表して農
業経営科の石澤勇真さんが、「自分

チャレンジ!ＳＤＧｓ

SC相談日③

27日(木)
28日(金)

2年進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

県高校総体陸上
県高校ワープロ競技会

今、世界的に話題になっている「SDGs
（エスディージーズ）」は、「2030年に
向けた持続可能な国際目標」の総称です。
部活動の活性化に向けてみんなで頑張っていきましょう！！
本校は、8年前に県内で初めて農・工・
商の大学科を持つ産業高校として開校以来、
5学科それぞれの学びを通して、「グロー
バル」かつ「ローカル」な視点で、世界そ
して地域をテーマに様々な活動にチャレン
「ま・ろーず」ちゃんがご
ジし、その課題解決を図るなど、成果を上
挨拶です！
げてまいりました。
「部活動の活性化」を目
本校の学びの特徴は、農・工・商と幅が
標に掲げる今年度の生徒会
広いこと、そしてそれぞれが連携しあえる
執行部！部活動紹介にも熱
ことにありますが、その取り組みは、ＳＤ
が入っています。
Ｇｓをほぼ網羅できるものであります。
みんなで生徒会・部活動
本校では、今年の学校経営のテーマを
を盛り上げよう！！
ま・ろーずちゃん登場
学びと社会がリアルにつながる
～村産だからできるＳＤＧｓへの挑戦～
昨年度はできなかった「対
とし、それぞれの分野から、ＳＤＧｓに挑
面式」と「部活動紹介」が生
又新連
野球部の紹介
戦してまいります。
徒会の主催で行われました。
ぜひ、村産生に注目してください！！
まずは本校のマスコット

高谷尚市同窓会長の祝辞

対面式・部活動紹介実施

工業部機械班『工業生の足踏み式消毒スタンド大作戦』

最優秀!SDGsｱﾜｰﾄﾞ
～新型コロナウイルスと戦う武器を広めたい～ 全国二千点の頂点へ
るという、まさに「探究した
ものを形にできる」という本
校の強みを活かした素晴らし
い取り組みでした。

村産チェック
～わたあめの子どもたち～

村産生！
ギアが入っています。
工業部機械班
本校工業部機械班が取り組ん
だ『工業生の足踏み式消毒スタ
ンド大作戦～新型コロナと戦う
武器を広めたい～』が、SDGs
探究AWARDS2020で、全国
二千点に及ぶ応募の中から、中
高生部門『最優秀』(最高賞)に
輝きました。
自動車のリサイクル部品を用
いた足踏み消毒スタンドをはじ
め、机やコンテナなど、身近に
ある物を活かして、誰でも製作
できる足踏み消毒スタンドの工
夫・製作と、その制作方法を普
及したことが評価されました。
コロナ禍の中、工業を学ぶ高
校生の視点で、課題解決に向け
アイディアを出し合い、しかも
それを形にして、地域に普及す

「又新連」の雄姿
祝！Ｒ３全国高文祭出場決定

「又新連｝

アクセスしてネ!
ＨＰ・Ｔｗｉｔｔｅｒ
● http://www.murayama-ih.ed.jp/
● https://twitter.com/murayama_ih

村山産業高校の情報が満載
写真も多く掲載しています
インターネット等を使って、
HPは「村山産業高校」で、
ツイッターは「村山産業高
校 Twitter」で検索してみ
てください！

第1回目の村産チェックは、主に農
業科が学習で活用する農場から、こ
の春に生まれた「わたあめ（羊）の
子どもたち」を紹介します。
この羊たちはサホークという品種
で、顔の部分が黒いのが特徴です。
子羊たちも春を感じて元気に走り
回っています。

各学科の学びを生かした地域課題へのチャレンジ

Ｒ2！生徒の主な取り組み
新聞やテレビで取り上げられ話題になった本校の学習活動
① 電子情報科：第 58 回技能五輪全国大会出場（11/13～11/15 愛知県)参加（ウエッブデザインの部）
海老名俊輔（電子情報３年 葉山中） 土屋勇樹（電子情報３年 天童３中）
② 農業部バイテク班：第１０回高校生バイオサミット in 鶴岡（慶應義塾大学先端生命科学研究所）
決勝進出（成果発表部門）
「超促成栽培で山形の里いもが変わる」柴田梨奈（農業環境２年 楯岡中）
③ 農業環境科：ドローンによるソバの播種（地域企業・農家との連携・協働 普及活動）
④ 農業部バイテク班：道の駅村山での芋煮チュロスの製作販売、芋煮イベントでの普及活動
⑤ 農業部バイテク班：第 4 回高校生が描く「明日の農業コンテスト」
（セディア財団主催）金賞受賞
柴田梨奈（農業環境２年 楯岡中）※例年であれば副賞にオランダ研修旅行
⑥ 農業部バイテク班：山形東高校探究型学習発表会で本校農業部バイテク班 2 研究が発表
⑦ 流通ビジネス科：
「広告と販売促進」外部講師講演会「学校ブランディングの進め方」９／１８
⑧ 農業クラブ：ドローン５台の寄贈 山形県測量設計業協会より 2002 よりドローン測量競技会実施
⑨ 工業部電子班：2020 全日本ＥＶ-GP CQ ミニカートレース(日本電気自動車レース協会主催)参加 ※
一般企業や大学のエンジニアが参加する大会で高校生徒としてトップの成績
⑩ 農業部バイテク班：日本土壌肥料学会「高校生による研究発表会」最優秀
「サトイモの苗生産から栽培、加工品開発に関する研究」～サトイモを逆さに植えたら収量がアップ？～
⑪ 農業環境科：㈱三和技術コンサルタントと連携・協定を締結（生徒の学習の支援等） ９／３０
⑫ 農業部バイテク班：
「いも煮のススメ」パンフレット作製（※県内各所から反響あり）
⑬ 農業部バイテク班：小学校への出張授業（大森小学校）
⑭ 農業部バイテク班：日本学生科学賞山形県大会最優秀 全国大会出場「エンドファイトの利用によるソバ栽培」
⑮ 工業部機械班：
「エコカップやまがた２０２０」エコカップ山形賞受賞（8/49 団体）１０／２４
⑯ 農業環境科：県立農林大学校林業コースと連携した木材伐倒実習の取り組み・ドローンによる測量
⑰ 農業環境科：山形県立博物館との連携「広げよう！ベニバナのある生活」スライド発表 １１／１
ワークショップ「県の花ベニバナを使ったハーバリウムの製作」を実施
⑱ 流通ビジネス科：高校生開発商品販売実習 １０／１７アクトザールＭ
⑲ 流通ビジネス科：学校紹介ポスターコンクールの実施と優秀作品制作者出身中学校への配布
⑳ 流通ビジネス科：学校紹介ＣＭ作成（※現在進行中）
㉑ 流通ビジネス科：
「村山産業高校ブランドマーク製作」
（機械科「デザイン」の指導・協力）
㉒ 機械科：やまがた高校生ロボットコンテスト第２位（１０／２４ ビックウイング）
㉓ 機械科：村山市ＰＲ活動「村山市をＰＲする名刺入れの作成・村山市への贈呈」
㉔ 機械科：周辺市町村への市町村章・焼き印等の贈呈
㉕ 農業部バイテク班：米粉いも煮パンの製作・販売(テレビ放映 新聞報道)
㉖ 農業経営科：全国和牛甲子園への取り組みを取材（テレビ放映「ＹＢＣ「ピヨ玉」で特集）
㉗ 農業経営科：
「花ひかり」プロジェクト 酒米の田植え ＰＲ
㉘ 農業経営科：ドローンを使った肥料散布等々（※新聞報道 実践と地域への普及）
㉙ 工業部機械班：機械科：自動車のリサイクル部品を活用した消毒スタンドの製作と寄贈（１１月）
㉚ 機械科：フェイスシールドの製作と病院への寄贈（６月）
㉛ 流通ビジネス科：
「Ｇｏ Ｔｏ村山市スタンプラリー👣」の企画・運営（12/1～12/20 新聞報道）
㉜ 山形県探究型学習課題研究発表会への参加（本校から 2 チーム）
㉝「花ひかりプロジェクト」上糟報告会 12 月 25 日 16:00 六歌仙にて
㉞ 小学生対象「公開講座２０２０」計 7 回（農業 11/7・11/14 電子 11/14・11/15 機械 11/28・12/5）
（ハーバリウム・ドローン・リンゴ菓子・オリジナルキーホルダー・ミニマイコンカー・サンドブラスト・３Ｄプリンター）
㉟ 機械科：山形県の県章・焼き印の贈呈（菊池県議のご支援により知事に直接贈呈）
㊱ 農業経営科：和牛甲子園(1/15)本校「景満」優良(取組部門)(47 頭参加中 最優秀 1 優秀 2 優良 3)
賞状伝達式 1/28 本校 ＹＢＣ特集（1/20 ピヨ玉！）肉は本県「野川食肉」が購入！生徒が販売
㊲ 工業部機械班：「自動車廃品を利用した階段掃除ロボットの製作」高校生技術・ｱｲﾃﾞｨｱｺﾝﾃｽﾄ全国大会出場
㊳ 電子情報科：
「令和 2 年度パテントコンテスト」優秀賞（880 件応募中 30 研究が入賞（出願支援対象））
㊴ 電子情報科：寺津小学校へ机付属用タブレット固定用具の製作・寄贈（※新聞で大きく報道）
㊵ 流通ビジネス科：
「子育てスマイルプロジェクト周知ポスター贈呈式 2/15 市役所 16:30～
㊶ 電子情報科：日本産業技術教育学会主催「ｴﾈﾙｷﾞｰ利用技術作品ｺﾝﾃｽﾄ」産業技術学会 優良賞（風力発電）
㊷ 農業科：第 5 回全国農業高校・農業大学校ホームページコンテスト」県代表
㊸ 工業部電子班：山形県産業教育振興会令和２年度 特別賞表彰
文部科学省・特許庁・日本弁理士会・(独)工業所有権情報・研修館主催｢令和 2 年度パテントコンテスト｣『優秀賞』受賞 （特許出願対象）
㊹ 工業部機械班：ＳＤＧｓ探究アワード（主催：未来教育推進機構）最優秀（日本一）
㊺ 生徒会：村産ともしびプロジェクト 東日本大震災を風化させない復興に向け力を合わせ！
㊻ 工業部機械班：第３１回ホビー大賞（主催：一般社団法人日本ホビー協会）奨励賞
『自動車リサイクル部品を使用したゴミ拾いロボット～音と光のハロウィンロボット～』

